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　前回は，誰でも加害者になる可
能性があり，防止には境界線の変
化の周知徹底が必要だと解説しま
した。今回は，ハラスメント増加
の背景にある「社会の変化」に気
づかせることの重要性と，その具
体的方法を示します。

 1 「社会の変化」は
あなたに直結する

　「社会の変化」といわれると，
自分とは直接関わりのない，どこ
か遠くの世界のことを話している
ように感じる人も少なくないでし
ょう。しかし，新型コロナの影響
を考えてみてください。主要先進
国で非常事態宣言が出され，世界
経済への影響はリーマンショック
以上といわれます。倒産や解雇も
右肩上がりに増えています。リモ
ートワークが浸透するなど，働き
方や会議のあり方が見直され，私
たちは今まさに変化の渦中にいま
す。同様に，ハラスメントの問題
が起こり始めたのにもやはり社会
の影響があるのです。

 2 世代の違いを環境変化として
意識させる

　1990年代前半のバブル崩壊に
よって，土地価格の急落，倒産企

業の増加，金融機関の破綻等，日
本経済の低迷が始まりました。
90年代後半からは成果主義人事
制度の導入が急速に進み，大企業
でさえ大々的なリストラが行われ
ました。その直後の2001年，日
本で初めて「パワーハラスメント」
という言葉が岡田康子氏によって
提唱され，都道府県の労働局での
相談窓口が開設されました。以降，
都道府県に設置された労働局や雇
用環境均等室へのハラスメントに
関する相談は増加の一途をたどっ
ています（図表 1）。
　これらを勘案すると，バブル崩
壊と成果主義の浸透による従業員
の不安感や危機感がマネジメント
層のパワハラにつながったと推測
されます。今まで年功序列を信じ
て疑わず，定年退職まで安定を保
証されていた人たちが，急激な社
会の変化に対する不安ゆえに，過
度な暴言や人格を否定するような
指導に走ってしまったのでしょ
う。怯えると周囲を威嚇する動物
のような防衛本能ともいえます。
その名残は，いまだ多くの会社で
見られます。
　それから20年経た現在，パワ
ハラの種類も多様化しています。
部下から上司へのハラスメントが

問題になりはじめたのも最近のこ
とです。これも世代の変化や社会
の流れが関係しています。だから
こそ被害者を生まない仕組み，加
害者に気づかせる切り口として，
各世代の特徴を話してみましょ
う。そうすることで今まで自分ご
ととしては考えていなかった人に
も響きやすくなります。

 3 おじさんだけの
問題じゃない！

　そのような動向に併せて，パワ
ハラ防止措置が義務となりまし
た。法改正により，大企業は
2020年 6月，中小企業は2022年
4月からハラスメント防止対策を
強化しなくてはいけません。それ
ほどパワハラ被害が深刻化してい
るのです。人事担当者にとっては，
防止措置の徹底に時間がかかるか
らこそ早急に取り掛からねばなら
ない事案の 1つです。そのとき，
防止措置として加害者に気づか
せ，止めさせるのはもちろんです
が，部下の受け取り方にも問題は
ないか？という視点も持ちましょ
う。
　現在22歳～ 32歳辺りのいわゆ
る「ゆとり世代」の特徴に，「打
たれ弱い・失敗を恐れる」「スト

セレクションアンドバリエーション株式会社  アソシエイトコンサルタント　長谷川 亜莉

第2回
社会の変化に気づかせよう

　 第1回　『境界線の変化』を周知徹底しよう
 第2回　社会の変化に気づかせよう

　 第3回　
　 第4回　
　 第5回　
　 第6回　

-JJ-



832020.5　人事マネジメント
www.busi-pub.com

レス耐性が低い」などが挙げられ
ます（図表 2）。叱られることに
慣れていない若者が増えているの
です。理不尽さに耐えるのが仕事
だとは言いません。過剰な個人攻
撃を伴う指導であれば，上司のハ
ラスメントになるでしょう。しか
し，受け取る側が過剰反応してい
る場合は，受け取る側への指導が
必要になります。具体的には，最
初にしっかりと仕事の進め方や働
く心構えを教えることになるでし
ょう。仮に入社数年経っていたと
しても，必要に応じて改めて教育
することも重要です。
　例えば，①失敗しないと成功も
ないのは当然，②ストレスのない
仕事はない，③成長のために怒る
世代がいることを知る，等，少し
前の世代にとっては当たり前の常
識を，丁寧に繰り返し教えること
が必要です。「あなたにとっての
当たり前が皆の当たり前ではない
のだ」ということを全世代に気づ
かせましょう。世代間の価値観の
違いを嘆き批判するのではなく，
お互いに違いを受け入れ，会社の

成長に必要な施策をとらねばなら
ないのです。人事担当者として，
問題の背景を捉えることで本質を
理解し，改善策を打てる人材にな
りましょう。

 4 SNS教育を進めよう

　ハラスメントに関わる大きな社
会的な変化の 1つに，SNSの普
及が挙げられます。いまやツイッ
ターの日本国内月間利用者数は
4,500万 人 で す（2017年10月
TwitterJapan公開）。インスタグ
ラムにフェイスブック，TikTok
等，コミュニケーションツールは
多様化する一方です。
　これによって，SNSの利用を
通して，職場の上司部下，同僚間
で行われる嫌がらせ全般を指す
「ソーシャルハラスメント」が拡
大しています。セクハラが「密室
だと起こりやすく，バレにくい」
と思われがちなのと同様，SNS
上だと相手との距離感を見誤りや
すく，密接な関係だと勘違いする
ことが原因と考えられます。だか
らといって，従業員のSNS使用

を禁止にするのは時代錯誤で現実
的ではありません。時代の変化に
応じて，被害を生み出さないため
の施策が必要です。
　以下の点において，今一度，従
業員への啓蒙を進めましょう。

①職場関係のSNSフォローは，過
剰な監視と受け取られる可能性
がある
②SNS上で会社名や個人が特定さ
れる形での悪評流布は会社の甚
大な信用失墜や個人への攻撃に
つながる可能性がある
③LINE等のSNSを通して深夜や
休日に仕事の指示を送ること
は，相手との関係次第で苦痛と
受け取られる可能性がある

　SNSは私たちの生活にあまり
に身近で，仕事との境界線が曖昧
になりがちです。しかし，ハラス
メントになる可能性がある言動と
は，それだけリスクを伴うという
事実をはっきりと認識させ，上司
も部下も関係なく，加害者になり
うる言動は止めるよう啓蒙してい
きましょう。
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図表 1　労働局等への相談件数 図表 2　ゆとり世代の特徴は何だと思いますか？（複数回答可）


